
独島Dokdoの真実を理解するための16ポイント

日本外務省の『「竹島」問題を理解するための10ポイント』に対する批判と反駁
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Ι刊行のことばΙ

今年は独立紀念館が日本の歴史歪曲事件をきっかけにして国民募金により開館し

てから25周年になります。

これまでに独立紀念館は民族独立のために日本帝国主義と闘争した韓国独立運

動史を発掘·照明することによって韓国人の民族的な自負心を高めて来ました。と

ころが、日本は依然として歴史教科書を歪曲し、独島領有権を主張するなど、過

去の軍国主義的な思考に捕らわれています。

独島は過去にも、現在にも、また未来においても韓国の固有領土です。日本帝国

主義は日露戦争の最中、韓国の領土である独島を強占しました。このような事実と

ともに、過去の日本が韓国をはじめとして世界の国々を侵略したことについて、日

本政府は自国民に対してほとんど教えていないのです。むしろ巧みな論理を持って

侵略事実を合理化し、正当化までもしています。

このような日本側の対応は、韓日両国の真の和解と協力に、そして人類共存と

世界平和に何ら役に立ちません。我々はこのような状況について心から憂慮せざる

をえません。

因って独立紀念館は独島が明白な韓国の固有領土であることを日本を含めた世

界の人々に伝えるべく、独島研究の専門家であるソウル大学校の名誉教授の愼鏞

廈の著述を日本語に翻訳し、刊行することになりました。

この冊子を通して日本の皆さんが過去の歴史に対する省察とともに人類の自由と

平和に寄与することを切に願います。

2012年7月30日

独立紀念館長  金 能 鎭
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鬱陵島竹辺

独島

東海

隠岐

130.3㎞

独島Dokdoは鬱陵島とともに韓国の東海に浮かんでいる韓国の

固有領土である。

日本は独島Dokdoを「竹島Takeshima」と呼び、その領有権を主張

している。日本外務省は2008年12月から『竹島Takeshima問題を

理解するための１０ポイント』を日本語·韓国語·英語などの十か

国語で製作し、外務省のホームページに掲示している。また、それ

を冊子としてまとめて世界各国に広く配布し、積極的に広報して

いるところである。

しかしながら、日本外務省の『１０ポイント』の内容は、明らかに

真実を歪曲している。

この本は確固たる証拠資料に依拠しつつ、日本外務省の『竹島

Takeshima問題を理解するための１０ポイント』の歪曲や虚構性を

正し、日本の言う「竹島」は正しい名称ではなく「独島Dokdo」という

名があること、そして独島Dokdoは明らかに韓国の固有領土であ

ることを論証するものである。そのために、独島Dokdoの領有権の

真実について世界の人々が易しく理解できるように１６ポイントに

まとめた。

ΙはじめにΙ
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る】の中で、18世紀末（1779）の長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」を根拠

に提示しながら、日本が独島の存在をただ 「認識」したと主張しているにすぎ

ない。

1   韓国の古文献の『三国史記』（金富軾編 1145）に

は、西暦512年（新羅·智證王13年）に于山国が新羅に服属して併

合され新羅の一地方として編成されたことが、二カ所に渡って

記録されている。

于山国は東海に浮かぶ今の鬱陵島と独島を含めた小さい王

国であった。独島は19世紀までは主に「于山島」と呼ばれてい

た。新羅は現在の韓国に繋がる古代王朝の一つである。した

がって、韓国は少なくとも512年の前の時期から独島の存在を

「認識」しており、512年には独島を領土として「領有」していたので

ある。

それに対して日本は、『竹島（独島）問題を理解するための１０ポ

イント』（2008、12）の（１）【以下は『2008年-１０ポイント』と略称す

韓国は遥か昔（西暦512年）から、独島を韓国固有の
領土として 「領有」してきました。

図1 - 1   于山国が新羅へ服属した事実を記録した『三国史記』巻４の智證王13年条。
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1779年に描かれた日本地図の中に独島が含まれていること、そし

て同じ冊子の（２）で、「韓国が昔から独島を認識していたことを示す

根拠はない」と主張している。しかし、『萬機要覧』軍政篇をみると、

それはまったくの偽りであることが明らかである。

4   また、独島の旧名の「于山島」という名称自体は、独島が

もともと「于山国」に属するものであった点を証明している。于山国の大き

い島に「鬱陵島」の名称が固定されると、その付属の島の独島が遅くとも

15世紀初めには「于山島」という名で呼ばれたことは、「于山島」（独島）が 

「于山国」に属する島であったことをはっきりと証明するものである。

5   日本外務省は『2008年-10ポイント』の中で、「于山島が

今日の独島である根拠はない」と述べている。だが、むしろ韓国と日本

に残っている多数の古地図は独島が韓国の領土であることを物語って

いる。

例えば、朝鮮時代のカトリック神父の金大建が1846年に教団への報

告用としてフランス語で表記した『朝鮮全図（Carte de la Coree)』では、鬱

陵島の東側に独島を描き、さらに「Ousan（于山）」と表記している。

2   もう一つの韓国の代表的な古文献である『三国遺事』（一

然、1285年）にも、新羅の智證王の時代に将軍異斯夫が于山国の降伏

を導き出し、于山国を新羅の一地域として併合したことが記録されて

いる。したがって、『三国遺事』と『三国史記』の二つの古文献の記録は

一致している。

3   韓国ではその他にも、于山国が鬱陵島と独島で構成さ

れていた事実を表す古文書が数多く存在している。『世宗実録』地理志

（1432年編纂）、『東国輿地勝覧』(1481)、『新増東国輿地勝覧』（1531）、

『粛宗実録』（1696年の記録）、『万機要覧』軍政篇（1808）、その他の各種

の古文書や古地図には、鬱陵島と于山島（独島）がすべて旧于山国の

領土であったと記されている。

特に、『万機要覧』軍政篇には、于山島（独島）に対する当時の日本側

の呼び名が併記されている。すなわち、「 『輿地志』に曰く、鬱陵島と于

山島は皆于山国の土地であり、于山島は倭人の言う松島である」と

記録されている。当時日本では鬱陵島を「竹島」、于山島を「松島」と呼

んでいた。『万機要覧』の中には朝鮮の于山島（独島）が日本では「松島

（後の呼び名の竹島）」と呼ばれていたこと、そしてそれがみな于山国の領

土であることを明らかにしているのである。

このことに対し、日本外務省の『2008年-10ポイント』の（１）では、
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図1 - 3  染畸延房の『朝鮮国細見全図』（1873）。この地図には鬱陵島と独島を江原
道と同じ色で蔚珍の隣に描き込み、「于山島」と記載している。「于山島（独
島）」が江原道蔚珍県に属する朝鮮の領土であることを表記している。（ソウル
大学校中央図書館、国立中央図書館所蔵）

図1 - 2  金大建の『朝鮮全図』（1846）。于山島（独島）を鬱陵島の東側に描き、
「Ousan（于山）」という韓国名をフランス語で表記した。独島が朝鮮の領土で
あることを表している。(韓国教会史研究所所蔵、原本はフランスパリ国立
図書館所蔵）
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1   朝鮮時代の統治記録である『朝鮮王朝実録』の中

の『世宗実録』地理志には、「独島（于山島）と鬱陵島の二つの島

が江原道蔚珍県のすぐ東の海の中にあるが、距離が遠からず天

気が清明であれば見える。新羅の時には于山国と呼ばれた」と

記録されている。世宗は「独島（于山）·鬱陵島安撫使」として金麟

雨を二回も派遣して統治権を行使した。このことからも独島が歴

史的に韓国の固有領土であることは明白である。

高麗時代はもちろん、15世紀の朝鮮王朝時代にも独島が
江原道蔚珍県に属した朝鮮の領土として統治されていた
ことは記録が証明しています。

図2 - 1  于山島（独島）と武陵島（鬱陵島）が古の于山国で
あったと記録した『世宗実録』地理志。（ソウル大
学校奎章閣韓国学研究院所蔵）
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2   『世宗実録』地理誌は、独島と鬱陵島の二つの島が昔の

新羅時代に于山国として新羅に併合されたことを確認している。のみな

らず、天気が晴れ渡っている日には鬱陵島から独島が見えると記録して

いる。

韓国の東海には、やや大きい島としては鬱陵島と独島、そして日本の

隠岐島の三つの島しか存在しない。ところが、鬱陵島からは韓国の東

海岸と日本の隠岐島を目でみることはできない。ただ鬱陵島で天気が

晴れ渡った日に、于山島（独島）だけが小さく見える。この事実は于山島が

現在の独島であることを証明すると同時に、15世紀の世宗の統治時代

に独島がすでに朝鮮王朝の領土であったことを明らかに示している。

図2 - 2  左：鬱陵島から肉眼で見える独島（東北亜歴史財団撮影、鬱陵島道洞·カッキ洞より、2008年11月22日）/ 右：独島から見える鬱陵島。（金テファン撮
影、提供 : 李サンテ）
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3 （独島）が朝鮮領土ではないと反駁したことはまったくない。なお、『新増東国輿

地勝覧』には朝鮮領土の解説とともに、「八道総図」という全国地図と各道別の

地図が付されている。

1   朝鮮は1481年、朝鮮の地理志として『東国輿地勝

覧』を編纂·発刊した。その後1531年にはこの本を増補して『新

増東国輿地勝覧』を発刊した。新たに増補した箇所には毎回 「新

増」と表記したので、初版の内容と新増のものが比較できるよう

にした。

この『新増東国輿地勝覧』に地方行政の所属関係が明示され、

説明が付けられているところは、すべて朝鮮の領土である。『東国

輿地勝覧』と『新増東国輿地勝覧』には、于山島（独島）と鬱陵島

は朝鮮の江原道蔚珍県に属する二つの島であると説明されてい

る。この本を以って朝鮮の中央政府は「独島」が朝鮮の領土であ

り、江原道蔚珍県に属する島であることを当時の漢字文化圏世

界に知らせ公布したのである。もちろん当時の日本が、于山島

朝鮮は15、6世紀に独島が朝鮮の領土であることを当時の
漢字文化圏の世界に知らしめました。

図3 - 1  『新増東国輿地勝覧』木版本の独島·鬱陵島の部分。（韓国国立中央博物館所蔵） 
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 2   これに対し日本外務省は、『2008年-10ポイント』の（２）の

中で、『新増東国輿地勝覧』の付属地図「八道総図」に于山島（独島）が鬱

陵島よりももっと韓半島寄りに描かれているので、于山島（独島）は実在し

ない架空の島であると主張している。しかしながら、これは15世紀の日

本地図に隠岐島が現在の位置で正確に描かれていないからといって、

それを架空の島と解釈しないことと同様の話である。

15世紀のすべての古地図は、当時の地図を製作する能力の限界に

よって今日のように正確な位置に描かれていなかったのが実情である。

ヨーロッパや日本の古地図の場合も同じである。

韓国ではその後、だんだん地図を製作する技術が進歩し18世紀に

入ると、于山島（独島）が今日の独

島の位置に描かれるようになっ

た。まさしく、「于山島」が「独島」で

あることを証明しているのである。

18世紀に描かれた鄭尙驥の『東

国全図』とその複製地図などをそ

の例として挙げられる。

図3 - 2  「八道総図」。『新増東国輿地勝覧』（1531年編纂）の冒頭に収録されている。

図3 - 3  18世紀後半の鄭尚驥の『東国全図』を複製した19世紀初めの地図。(三星リウム美
術館所蔵)
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1   日本外務省は1960年に韓国政府に送った外交

文書の中で、「日本は1667年に編纂された『隠州視聴合記』（斎

藤豊仙編）で鬱陵島を「竹島」、独島を「松島」と呼びながら、日本

領土として認知したと主張している。

ところが実際にその『隠州視聴合記』を読んでみると、独島（松

島）と鬱陵島（竹島）から高麗を見るのが、まさに日本の出雲の国

から隠岐島を見るようであると書かれている。さらに、この二つの

島、すなわち独島（松島）と鬱陵島（竹島）が高麗（韓国）に属する島

であること、そして日本の西北側の境界は「隠岐島を限界にする」

ということが明確に記されているのである。

２０世紀初期まで、日本が独島を歴史的に領有したことを
示す根拠はただ一件もありません。日本政府が提示した17
世紀の日本の古い文献にも、独島が 「韓国領土」であると
記録されています。

図4 - 1  日本で最初に独島を記録した古文書『隠州視聴
合記』（1667年）。この本には、鬱陵島と独島から
高麗を見るのがまさに雲州から隠岐島を見るような
もので 「日本の西北側の境界はこの隠州を限界と
する」という要旨の記述がある。（韓国国立中央図
書館所蔵）
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2   また、日本の外務省は『2008年-10ポイント』の（1）で、

1779年に描かれた『改正日本輿地路程全図』（長久保赤水編）を挙げ、

「独島」を日本が認識していたと主張している。

『改正日本輿地路程全図』の1746年版の原本は、世宗大学の保坂祐

二氏によれば、「経度と緯度のない地図であり、鬱陵島と独島の二島を

描いたのはその位置を表したものであって、日本領土として描いたもので

はない」ものである。また、改正版の鬱陵島（竹島）·独島（松島）の部分を

拡大してみると、「高麗を望むことが出雲国から隠岐島を望むことに似た

り（見高麗猶雲州望隠州）」という文句が、二つの島の上に書き込まれてい

ることが分かる。この文句は『隠州視聴合記』の結論のところの文句と

同じであり、結局、鬱陵島（竹島）と独島（松島）が朝鮮の領土であることが

わかる。『改正日本輿地路程全図』もまた、独島と鬱陵島が韓国領土で

あることを示しているのである。

図4 - 2  「改正日本輿地路程全図」（1779年）の鬱陵島·独島の部分の拡大図。『隠州視聴合記』の説明と同じであり、鬱陵島（竹島）と独島（松島）を
朝鮮領土と見なしている。
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1  日本の有名な実学者である林子平が1785年に編

纂した『三国通覧図説』の付属地図に「三国接壌之図」がある。こ

れは日本の周辺の国々の領土を国別に異なる色で色分けした

地図である。朝鮮は黄色、日本は緑色で色分けしている。この地

図の中に、東海の中に鬱陵島と独島が描かれている。そして、

朝鮮を塗った黄色で独島と鬱陵島に色を付けており、この二つ

の島が朝鮮の領土であることを明確に表示している。さらに、この

地図では鬱陵島と独島の領有国をさらに明瞭化するため、その

上に「朝鮮ノ持也」という字まで書き込まれてある。独島が韓国の

領土であることを、よりはっきりと明らかにしたものである。

5 日本で最も権威のある1785年の古地図でも、独島は朝鮮
の領土であると明確に規定しています。

図5 -  1  林子平が描いた「三国接壌之図」

1785年。 
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2   上記の林子平の『三国通覧図説』（1785）と、その付属地

図「三国接壌之図」を、ドイツ人のクラプロート（J.Klaproth）が、1832年に

フランス語に翻訳して出版している。

図5 - 2

 林子平の『三国通覧図説』の付属地図「三国接壌
之図」を、ドイツ人のクラプロートが1832年にフラ
ンス語で翻訳·出版したもの。鬱陵島と独島を韓
国の色である黄色に色付けしている地図。

 「独島Dokdo」の真実を理解するための１６ポイント
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1   フランスの有名な地理学者のダンビル（J.B. 

D’Anville）が、1737年に「朝鮮王国全図(Royaume de Coree)」を製

作したが、独島と鬱陵島を朝鮮の領土として描いている。

ダンビルの地図には、独島（于山島）と鬱陵島が韓国の東海岸

に近づけて描き出された。独島が韓国領土であることがさらに明

瞭である。

ヨーロッパの1737年の地図にも独島を朝鮮の領土と
規定して描いています。6

図6 - 1  ダンビルの「朝鮮王国全図」1737年。独島と鬱陵島を韓国の東海岸に近づけて描いている。
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2   さらに、イギリスの地図製作家のボーエン（E.Bowen)が

1752年に製作した『朝鮮王国図（Carte du Royaume de Kau-Li ou 

Coree）』でも、独島と鬱陵島を韓半島の東海岸の側に近づけて描いて

いる。また、「東海」を「朝鮮海（Mer de Coree)」と表示していることも注目

すべき点である。

その他にも、18～19世紀に韓半島の周辺の島々を描いた西洋の地

図には、鬱陵島と独島をすべて韓国領土として認めて描いている。

図6 -  2  ボーエンの「朝鮮王国図」1752年。（ソウル歴史博物館所蔵）
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    1   1592年から1598年までの「壬辰倭乱（文禄·慶長の

役）」の際、日本の軍勢は独島を経由して鬱陵島に侵入し、住民

たちを虐殺して略奪を働いた。朝鮮政府は、住民の被害を阻止

するために鬱陵島から住民たちを本土に避難させる「刷還空島政

策」を強行した。それから豊臣秀吉の死後、日本軍が引き返して

島が無人になった後、徳川幕府は鳥取藩で伯耆国米子出身の

大谷甚吉と村川市兵衛の二家による鬱陵島への渡海請願を受

けた。徳川幕府はその二家に1618年（一説には1625年）に鬱陵

島への「竹島渡海許可（往来手形）」と、1656年（一説には1661年）

に独島への「松島渡海許可」を下した。この「渡海許可」は、当時

「外国へ渡っていくこと」を許諾する許可証であった。1660年の大

谷家と村川家の往復書簡には「竹島の内の松島（竹島之内松島）」と書かれてお

り、独島が鬱陵島の付属の島であると認識していたことがわかる。また、独島

への渡海許可（この時はまだ実際の独島は未発見であった）は鬱陵島の渡海許可

にともなう従属的なものであったことも明らかにしている。したがって「渡海許可」

の対象地域は「外国」であった。

これに対して、日本外務省の『2008年-10ポイント』の（３）は、「竹島渡海許

可」と「松島渡海許可」を持って「松島（独島）」が歴史的に日本固有の領土であ

ることを示す証拠だと主張するが、事実はその正反対である。「渡海許可」は、

今日の「パスポート」のような「外国渡航許可証」である。そのため、その対象であ

る竹島（鬱陵島）と松島（独島）が、日本ではなく「外国」であることがはっきりと証明

されている。すなわち、「竹島渡海許可」と「松島渡海許可」は日本の独島領有

を証明するものでなく、むしろ、竹島（鬱陵島）と松島（独島）が 「外国」の朝鮮の領

土であることを証明するものなのである。

 

日本の徳川幕府は1696年１月に、鬱陵島と独島が朝鮮
の領土であるので日本の漁民たちに渡航禁止命令を下
し、違反者を処罰しています。

7
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    2   1693年の春、安龍福の率いる漁船団が漁をしに鬱陵島

に入った際に、日本の漁師たちと衝突することになった。日本の漁民

たちが協商を提議して来たので安龍福は日本の漁船に上がったが、

彼らは安龍福をそのまま拉致して日本へ帰った。安龍福は日本の幕

府の役人の前でも堂 と々鬱陵島と独島が朝鮮の領土であることを説明

した。この事件をきっかけにして、朝鮮と日本の間で鬱陵島·独島領有

権の論争が起きた。徳川幕府の将軍と老中は、1696年1月28日になっ

て鬱陵島と独島が朝鮮の領土であることを確認し、日本の漁民たちの

鬱陵島·独島へ漁のための渡海を禁じる決定を下した。さらにこの

時、日本の漁民のこの二つの島における漁をも厳禁した。

したがって以前に徳川幕府が上述の二家に与えた「竹島渡海免状」と

「松島渡海免状」も自動的に廃止されたのである。

また、幕府は1696年に朝鮮に対して日本の漁民たちの鬱陵島·独島へ

の漁を禁止させ、両国の親交を継続する旨の外交文書を送った。

図7 - 1 「竹島渡海通行手形」の写真。（米子市立山陰歴史館所蔵、資料提供 : 李サンテ）

図7 - 2  1696年１月28日、徳川幕府の将軍と老中が藩主たちの集まりの場で鬱陵島·独島を「朝鮮領土」と見なして日本の漁師たちの
漁を禁止することを記した会議録の一部。（「日本海内竹島外一島地籍ニ編纂方伺」（明治10年3月29日）の付属文書、日本国
立公文書館所蔵）
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    3   これについて日本外務省は、

『2008年-10ポイント』の（５）で、『粛宗実録』に

記された安龍福の陳述は信憑性がないと主張

している。だが、現在、島根県の大谷家所蔵の

『竹島渡海由来記抜書控』や村上助九郎氏所蔵

の『元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書』、さ

らに「朝鮮之八道」文書やその他の記録（太政官

文書など）をみると、むしろ安龍福の記述の信憑

性が証明されている。

とりわけ、「朝鮮之八道」文書の中には、「江原

道」の下の個所に「竹嶋、松嶋有之」という記録が

あることは、竹島（鬱陵島）と独島（松島）が朝鮮の

領土であり、江原道に属するものであったことを

よく表している。

図7 - 4  1696年の安龍福の日本到着関
係文書。（「元禄九丙子年朝鮮舟
着岸一巻之覚書」、資料提供：東
北亜歴史財団）

図7 - 3  1696年１月に日本側が鬱陵島·独島を「朝鮮領土」と認め、日本人の鬱陵島·

独島での出漁を禁止する命令を下したことを朝鮮側に知らせた外交文書。
（同前所収）
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     4   当時、朝鮮の鬱陵島·独島の領有権を認めていた徳川

幕府に対して、家臣たちがその理由を問うと幕府老中の阿部正武豊後

守は、「往来手形は米子村の漁民が朝鮮の其の島に漁をしに渡る請

願を許可したものであり、その島を日本が奪ったことはないので、再びこ

れを返すと言ってはならないのであり、もっぱら日本の漁民たちが渡って

漁をすることを禁止させれば足りる」という要旨の説明をしたことが、『朝

鮮通交大紀』（1725）に記録されている。

日本外務省は、『2008年-10ポイント」の（４）で、この時の徳川幕府の

渡航禁止が、鬱陵島に限ったものであり、独島には該当しないと主張し

ているが、それはまったく事実ではない。

時代が下って、日本の明治政府の「内務省文書」（1876）と「太政官文

書」（1877）には、鬱陵島とその外の「一島」である独島（松島）へも徳川幕府

図7 - 6  「渡海免許（通行手形）」の内容と、その取り消しについて明らか
にしている1696年１月の徳川幕府老中の意見を記録した『朝鮮
通交大紀』（1725年発行）の一部分。（田中健夫•田代和夫校訂、
『朝鮮通交大紀』（名著出版、1978）

図7 - 5  江原道の中に竹島（鬱陵島）と松島（独島）が含まれていることを記した1696年の「朝鮮之八道」の文
書。（日本島根県隠岐島、村上家所蔵）
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角図」に朝鮮の色である赤色で独島と鬱陵島が彩色されており、「松島

渡海免状」と「竹島渡海免状」が同時に取り消されたのに八右衛門がこ

れを違反したことを示している。

このことからも、日本外務省が『2008年―10ポイント』の（４）の中で、

「松島渡海許可」は取り消されなかったと主張していることは、事実では

ないことがわかる。

の渡航禁止措置が下されていたと理解し、本文の中で説明しているの

である。

     5   「鬱陵島と独島は朝鮮領土」という徳川幕府の再確認によ

って鬱陵島·独島の領有権に関する論争は、事実上、1696年に終了し

ていた。

徳川幕府は、その統治が終わる1868年１月まで「朝鮮の鬱陵島·独

島」の領有権を尊重していた。幕府は、1832年に八右衛門という者が

「渡海許可」なく独島のそばを通って鬱陵島に渡った事実が1836年に

発覚すると、彼を処刑した。さらに警告板（お触書）を立てて、他国へ渡

海することを禁じていた。

この時に処刑された八右衛門の審問記録である『朝鮮竹嶋渡航始末

記』に、八右衛門が描き、幕府が確認した『竹島方角図』が収録されて

いる。ここでは、朝鮮領土は赤色、日本の領土は青色で色分けされて

いる。『竹島方角図』でも、独島（松島）と鬱陵島（竹島）は朝鮮の色である

赤色で彩色し、独島と鬱陵島が朝鮮の領土であることを表した。これ

は、所謂「松島（独島）渡海許可」も「竹島（鬱陵島）渡海許可」とともに同時に

取り消されて、手形自体の効力が消滅していたことを証明するもので

ある。

また、東京大学図書館所蔵の『竹島渡海一件』にも、同一の「竹島方

図7 - 7  1839年の独島·鬱陵島への渡航禁止を警告したお触書。（島根県浜田郷土資料館所蔵、資料提供 : 李サンテ）
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図7 - 8  『朝鮮竹島渡航始末記』の付属地図に独島·鬱陵島が朝鮮の領
土であることを示した色分け地図。(島根県浜田市立図書館所
蔵、資料提供 : 東北亜歴史財団）

図7 - 9  八右衛門が描いたものとされているもう一つの地図の「竹島方
角図」 『竹島渡海一件記』所収。(東京大学図書館所蔵、資料
提供：東北亜歴史財団）
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独
島

     1   日本では、1868年１月に明治政府が樹立される

と、新政府の太政官と外務大臣は1869年12月に外務省の高官

たちを朝鮮へ派遣し、14項目に渡る内探調査を訓令した。その

中では「竹島（鬱陵島）と松島（独島）が朝鮮付属になった始末」をも

調査するようにした。この事実は、明治政府の太政官と外務省

が、1869年当時に鬱陵島（竹島）と独島（松島）が朝鮮付属の領土

であったことをよくも知っていたことを証明するものである。

これに関する調査報告書が『朝鮮国交際始末内探書』(1870)

である。この調査報告書は1930年代に刊行された『日本外交文

書』第３巻に収録され、全世界の主要大学の図書館に配布さ

れ所蔵されている。

1869～1870年に日本外務省と太政官が指令したこの調査項

19世紀後半、日本の明治政府は公文書を通して独島·鬱
陵島が朝鮮の領土であることを再確認しました。8

図8 - 1  1869～1870年に日本外務省と太政官が独島を朝鮮の付属の島として確認し
ている公文書。（『日本外交文書』第３巻所収）
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目は、明治政府が独島を朝鮮付属の領土として確認していたことを示

す明白な実証資料である。

     2   この時の明治政府が、鬱陵島と独島が朝鮮の付属領で

あることを知りながらも、「内探」の命令を出したこと自体、日本が鬱陵島

と独島への領土欲を持っていたことを物語っている。



独
島

     1   日本内務省は、1876年近代的な日本の地籍図を

作製するために各地方·県に対して、それぞれの地籍図を作製し

て報告するよう訓令を出した。島根県は東海（原文では日本海）の

中にある鬱陵島（竹島）と独島（松島）を島根県に含めて描く件につ

いて問い合わせた。日本内務省は約５か月間の調査を経て、

「1693年朝鮮人の入島事件の後、1696年１月の幕府の決定が

あってから「鬱陵島とその外の一島（＝鬱陵島と独島）は朝鮮領土で

あり、日本とは関係のない」ことを再確認した。

ことさら領土問題は国家最高機関の太政官が最終決定すべき

重大な事項であると考えて、右大臣の岩倉具視に「鬱陵島（竹島）

とその外の一島（＝独島/松島）の地籍編纂に関する質問書」を送

り、太政官の最終決定を要請した。その中には1696年１月の

1877年、日本明治政府の太政官（国家最高機関）と内務省
も、独島·鬱陵島が朝鮮領土であることを再確認しました。9

図9 - 1  1877年、日本の内務省が太政官に鬱陵島·独島を日本の領土地籍に含めるかどうかに対して最終決定を要請した質稟書の「日本海内竹
島外一島地籍編纂方伺」と、鬱陵島·独島は日本と関係がないと答えた太政官の答弁書。（「日本海内竹島外一島地籍ニ編纂方伺」（明治
10年3月29日）の付属文書、日本国立公文書館所蔵）

「独島Dokdo」の真実を理解するための１６ポイント 5554
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徳川幕府の決定書などとともに「その外の一島が独島（松島）」であること

を説明した付属文書も添付されていた。

　

図9 - 2  「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」（1877）の添付文書。その外の「一島」が「松島（独島）」であることが記されている。（同前、日本国立公文書館所蔵）
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     2   明治政府の樹立当時の最高機関であった太政官は内務

省の質疑書を再検討した結果、1693年朝鮮人安龍福の事件をきっか

けに幕府と朝鮮の間に外交文書が交わされた時期に、「鬱陵島（竹島）

と其の外一島（＝独島/松島）は日本とは関係がなく、朝鮮の土地であ

る」ことが明白になったことを再度にわたり確認している。これによった

明治新政府の太政官は、1877年3月20日付けで 「稟議した趣旨の竹

島外一嶋（＝鬱陵島と独島）は、日本とは関係なきの儀を心得よ」という

要旨の訓令を内務省に下し、鬱陵島と独島が朝鮮領土であり、日本

のものではないと明確にしている。

このことを受け日本の内務省は1877年3月29日付けで、この禀議書

の端に太政官の訓令を書き込み、1877年4月9日付けで 「鬱陵島と独島

が朝鮮領土であって日本と関係のない土地である」という訓令を送っ

た。さらに島根県に対しても「鬱陵島（竹島）と独島（松島）は日本とは関

係のない土地（朝鮮領土）であるので、島根県の地籍図から外す」よう訓

令している。

この太政官の訓令文書は「独島と鬱陵島が韓国領である」ことを確認

した明治政府の公文書として重要である。図9 - 3  「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」（1877）の添付地図。「竹島（磯竹島＝鬱陵島）外一島」が「独島」であることを証明している「磯竹島略
図」。（同前、日本国立公文書館所蔵）
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     3   現在の日本外務省は、『2008年-10ポイント』の（４）で、

「1696年１月に幕府が取り消したものは「竹島（鬱陵島）渡海免状」だけで

あるとして、「松島（独島）渡海免状」は有効であると主張している。しかし、

上記した明治政府の内務省文書と太政官文書の内容は現在の日本

外務省の主張が事実に反することをはっきりと表しているのである。上記

した内務省文書と太政官文書は、元禄５年（1693年）、朝鮮の安龍福が

来日して以来、幾度にわたる幕府と朝鮮との外交文書の交換の後、

「鬱陵島（竹島）」だけではなく「その外の一島（独島/松島）」も日本と関係の

ない朝鮮の領土」であることを再確認し、「独島（松島）渡海許可（もし実在し

たとすれば）」も取り消され、独島への渡航も禁止されたことを示している

のである。

図9 - 4  1877年に日本の太政官が鬱陵島と独島を朝鮮領土であると判断して、「鬱陵島とその外一島、すな
わち「独島」が日本の領土とは関係がない」という決定を記した太政官の公文書。（同前、日本国立公
文書館所蔵）



独
島

     1   19世紀後半期に鬱陵島は開港場ではなかったの

にも関わらず、日本人たちが不法に鬱陵島へ入島して居住し始

め、また日本政府もこれを取り締まらなかった。それで大韓帝国

は1900年６月に内部調査官の禹用鼎と釜山海関の税務士のフ

ランス系イギリス人であるラポート（E. Laporte）、そして在釜山日本

領事館の副領事の赤塚正助などで構成する「国際調査団」を鬱

陵島に派遣して、現地の実態を調査させた。

調査団の報告を受けた大韓帝国は、1900年10月25日に勅令

第41号として地方官制を改正し、従来江原道の蔚珍県に属して

いた鬱陵島と独島を蔚珍県から切り離して鬱島郡として格上げ

させた。そして鬱島郡の管轄地域を「鬱陵島と竹島（竹嶼島）、「石

島（＝独島）」であると法定した。さらに、この地方官制改正の事実

1900年に大韓帝国は、勅令第41号を以って「独島が
韓国領土」であることを内外に再び公表しました。10 を中央政府の『官報』（1900年10月27日）を

以て内外に告示した。これによって、鬱

陵島と独島（石島）が大韓帝国の領有であ

ることが、国際法的に公布されたこと

になる。もちろんこの時日本は、いかな

る異議提議もしなかった。

図10 - 1   「大韓全図」（1899）。大韓帝国の学部が『大韓地誌』の付属地図
として製作·配布した標準地図。独島が鬱陵島の東側に位置
している。（資料提供：イ·チャン）
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図10 - 2   「大韓帝国勅令第41号」を収録した『官報』1900年10月27日。鬱陵島と竹島、石島（独島）を管轄する行政区域
の「鬱島郡」を設置することを公布した。

     2   この時は、独島を従来の名称である「于山島」と称せず、

「石島」と表記した。その理由は長い刷還空島政策が廃止され、1883年

から合法的に入島した鬱陵島住民たちがこの島を方言の読みで呼んだ

ことに原因がある。すなわち鬱陵島住民たちは以前の「于山島」を「ドクソ

ム（石の島という意味の純ハングル読み）」、あるいは「ドク（「石」を表す方言の訓

読み）·ド（「島」の音読み）と呼んだ。すなわち意味を取って漢字で表すと

「石島」になり、発音のままに漢字を当てると「独島（ドクド、독도）」になるわけ

である。したがって、勅令に書かれた「石島」は意味のほうを取った表記

である。

またこの時、国際法に明るかった調査団のフランス系イギリス人ラポー

トは、独島が西洋では「Liancourt Rocks」と呼ばれていることも知ってい

た。結局、「리앙쿠르(リアンクル)石島」という表記もあったので、これをもこ

の「石島」という名称に影響を及ぼしたと解釈できる。

実際に、日本海軍省の水路局が1882年に発行した『日支韓航路里

程一覧図』では、「于山島」を「リアンコルド石」と表記した。大韓帝国の鬱

島郡守の統治期間に、日本では 「リアンコド（リャンコ）」と呼んでいた。当

時日本の海軍省は「鬱陵島」の名称を「松島」と呼び始め、独島に対して

は「リアンコルド石」という西洋の名称を借りて使用していた。
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     3   日本外務省の『2008年-10ポイント』（６）では、「独島（ド

クド）」の名称が「1906年の鬱島郡守の沈興沢の報告書で初めて出てく

る」と主張しているが、それは事実ではない。日本側は日露戦争の時期

に独島に日本海軍の望楼を設置しようとし、その調査のために軍艦「新

高号」を派遣している。その際、鬱陵島で聴取した情報、すなわち新高

号の1904年9月25日付けの報告では、「リアンコルド岩」について韓国人

はこれを「独島」と書き、日本の漁民たちは「リャンコ島」と呼んでいると書

いている。鬱陵島の韓国人たち

は1904年以前から、すでに「独

島(Dokdo)」と書いていたのであ

る。

図10 - 3   鬱陵島の住民が独島（宇山島）を「独島」と書
き、日本人たちは「リヤンコ島」と呼んでいる
と記録した1904年９月25日付けの日本軍
艦「新高号」の報告書。（資料提供：愼鏞廈）

     4   1906年、日本側が大韓帝国政府に鬱陵島所属の島につ

いて質疑した時、大韓帝国政府はすでに1900年10月25日、政府の会議

をへて郡守を配置したが、鬱陵島の付属島嶼は、「竹島（「竹嶼島」を意味

する）」と「石島」であり、その距離を合わせると200余里（約80余Km）」であ

ると答えている。鬱陵島から100里または200里も離れた島は、東海には

「独島」しかないので、「石島」

がすなわち「独島」であること

が再確認できる。

図10 - 4   石島が鬱陵島から200余里（80余
キロ）離れた島であることを明らか
にしている。石島がすなわち独島
であることを証明した大韓帝国の
内部の公文を報道した、1906年７
月13日付けの「皇城新聞」の記事。



独
島

     1   日本は1904年に日露戦争を起こし、独島に日本

海軍の望楼を設置しようと計画していたところ、島根県の漁業家

の中井養三郎が大韓帝国政府に独島貸付請願書を提出しようと

した。日本政府はすぐさまこれを領土編入請願書に取り変えて、

日本政府に申請するようにさせた。そしてこれを受け入れる形を

取り、1905年１月28日、日本の内閣会議で独島を日本領土へ

編入し、「竹島」という名称を付けると決定した。

この時日本政府の主張には、「他の国がこの島（独島）を占有した

と認められる形跡がなく」 、独島が 「無主地」であるという前提があ

日本は1905年、大韓帝国政府に知らせず秘密裡に独島
を無主地と前提し、日本の領土に編入する決議をしまし
た。ところが、日本政府も以前には独島を朝鮮の領土とし
て認識していたのであり、独島はけっして「無主地」ではあり
ませんでした。したがって、日本側のこの措置は無効です。

11

図11 - 1   日本の内閣会議が1905年１月28日に、独島を「他国がこれを占領したと認められる形跡がない」として、「無主地」であることを前提に日本
の領土へ編入した決定文。この決定は、1905年１月28日以前に独島が主人のある「有主地」であることが証明されれば、原則的に不法であ
り、無効となるわけである。（資料提供：愼鏞廈）
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った。したがって、独島が1905年１月の時点で無主地ではなく、「韓国

という主人のある有主地」であることが証明されれば、この「無主地先占

論」に立脚する日本政府の独島領土編入の内閣会議決定は、国際法の

上では完全に無効となるのである。

     2   独島は512年から韓国の固有の領土である。歴史的な

真実として独島は「韓国という主人のある島」であることは揺るぎない事

実である。

例えば、この冊子で提示した日本側の文献から考えても1696年 

１月の「幕府の公文書」、1869～70年の「日本の太政官と外務省の公

文書」、1876～1877年の「太政官と内務省の公文書」などで明らかであ

るように、日本も「独島」が韓国領土であることをよく承知していた。実際

1905年の内閣決定の前、日本内務省は独島が韓国の領土の「于山島」

であるとして、最初のところは日本領土へ編入することに反対の意見

を陳述していたのである。

     3   日本政府は当時の韓国政府に知らせず、独島を侵奪す

る計画を内閣会議で実行したが、これを慣例のように政府の『官報』に

告示できなかったので、当時の国際法における領土編入の条件を充

足させていない。それができなかった理由は当時、東京に駐日韓国公

使館が活動していたので中央の『官報』に告示すれば、駐日韓国公使

館の即刻的な抗議が予想されたからである。そのため日本政府は約１

か月近く苦心したあげく、1905年2月22日にこれを島根県の『県報』に

告示した。島根県の『県報』は島根県の地方公務員の内部資料である

ので、当時の韓国政府がこれを知ることはない。また島根県の地方の新

聞に報道される場合も、駐日韓国公使館や韓国人たちが購読する新聞

ではないので独島侵奪の事実を隠せられた。このために、当時の韓国政

府は1905年の末になってもこの事実を知るよしもなかったのである。

     4   大韓帝国政府が日本政府の独島侵奪の事実を知った

のは、1906年3月28日のことであった。鬱島郡守沈興沢はこの事実を

知るや、「本郡に所属している独島が日本の領土となったと日本人たち

が主張している」と江原道観察使に報告し、これを受けて江原道観察使

は再び中央政府に報告した。

これに対して大韓帝国政府の内務大臣は即刻、独島の領土侵略を断

固として批判し、「独島を日本の領土だとするのはまったく話にならない

主張であり、甚く驚くべきことである」と抗議している。議政府参政大臣

（総理大臣署理）は、「独島の日本の領地云 は々まったく根拠のない主張」

であると強力に抗議し、日本人たちの動態を再び報告するように訓令

を出した。
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しかし、当時の韓国中央政府のこのような抗議文は直接日本政府へ

送ることができず、その書類だけが奎章閣に保管されることになった。な

ぜならば、日本はすでに1905年11月18日に乙巳条約（第二次韓日協約·

いわゆる保護条約）を強制して、大韓帝国政府の外交権を奪っていたか

らである。1906年１月からは、日本人が作った韓国統監府が大韓帝国

の外交権を行使していたのである。

図11 - 2   江原道観察使署理が鬱道郡守沈興沢の報告書を転載して参政大臣に送った報告書と、それに対する参政大臣の指令
文（1906年）。沈興沢はこの報告書で「本郡所属の独島」と書き記し、独島を統治地域であることを明白にしている。参
政大臣は「日本の独島領地説はまったく根拠がないもの」として日本の主張を抗議·批判した。（独島博物館所蔵）

しかしながら、大韓帝国がこの時に強力に抗議していたことは、証拠

として残る事実である。この抗議の事実は、当時の主要な新聞の『大韓

毎日申報』と『皇城新聞』に報道されている。すなわち、1906年５月１

日の『大韓毎日申報』は「無変不有(変わったとして有らざるは無し)」とい

う表題で「竹島と称し日本の属地としたことは大変唖然失色な事」であ

るとした大韓帝国内部の指令文を引用して報道している。黄玹の『梅泉

野録』にも日本の独島侵奪に抗議した知識人たちの対応が書かれてい

る。

図11 - 3   「皇城新聞」は日帝の独島侵奪に対して抗議し、「雑報」欄の独島略奪の企みに関する記
事の表題の活字を、とりわけ４倍に拡大して発行している。
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日本の区域から除外し、朝鮮の区域に含ませて分類していたのであ

る。

     5   独島は韓国領土として韓国という主人のある「有主地」であ

るので、1905年に独島を無理やりに「無主地」と前提して恣行された日

本の独島侵奪行為は最初から完全に「無効」であり、「不法」である。当

時の日本政府も、独島が韓国の領土であることをよく承知していたの

で、独島略奪の事実を中央の『官報』に告示することすらできなかった。

したがって、このような1905年の日本の独島侵奪と、これを根拠に

行われたその後のすべての措置も「無効」である。現在、日本外務省の

『2008年-10ポイント』の（６）で主張している「無主地を合法的に編入し

た」という説明は、まったく成立しない。

まして、日本が1905年1月28日に独島を「無主地」であるので日本に

新たに領土編入し、「竹島」という名をつけて隠岐島の管理の下に置くと

したということは、むしろそれまでには「独島」が日本の歴史的な固有の土

地ではなかったことを自ら告白しているものである。なぜならば、もしも独

島が歴史的にすでに日本の固有の領土であったなら、1905年１月にな

って改めて「無主地」であると主張する必要もなく、島に新しい名前を付け

る必要もないからである。

しかしながら、韓国は1910年に日本帝国主義に強制占領されたので、

独島への領土主権問題も日本の敗戦後へと後回しされることになった。

ちなみに1936年に、東京にあった日本陸軍参謀本部も「大日本帝国」

の『地図区域一覧図』で 、「独島を鬱陵島の付属の島である」と判定し

図11 - 4    日本の軍陸参謀本部の陸地測量部が日本帝国を地域別に区分し
た、公式の『大日本帝国地図区域一覧図』（1936）。ここでは独島（竹
島）を鬱陵島の付属の島に含ませて日本の区域から除外し、朝鮮の
区域に含ませて分類している。（ソウル大学敎中央図書館所蔵）



独
島

     1   日本が1945年8月15日に連合国に降伏した後、

東京に置かれた連合国最高司令官総司令部（以下、連合国最高

司令部に略す）は、旧日本帝国が隣国を侵略して奪ったすべての

領土を、本来の住民に返還する作業を開始した。

連合国最高司令部は1946年1月29日に、連合国最高司令官

指令(SCAPIN)第677号を頒布し、韓半島周辺の済州島·鬱陵

島·独島（リアンクル島）などを日本の主権地域から外して、韓国に

返還した。この連合国の決定は、現在も国際法的に効力を持っ

ているのである。

 

連合国は1946年1月29日、連合国最高司令官指令
第677号を公布して独島を韓国領土と確認し、韓国へ返
還しました。
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図12 - 1   連合国最高司令部が 「SCAPIN」第677号の付属地図として作成し、韓国
と日本の領土を区画した地図。独島を「TAKE」と表示して、韓国の領土
へと付属させている。
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     2   連合国最高司令部はその後、1946年6月22日に連合国

最高司令官指令（SCAPIN）第1033号を頒布して、日本の漁民たちが独

図12 - 2    連合国最高司令官指令「SCAPIN」第677号の本文。第3項で「独島（Liancourt、竹島）」を日本領土から分離除外
（excluding）して、韓国に返還した。

島とその12マイルの水域に接近することを厳禁した。これは、独島が韓

国領土であることを繰り返し明確にさせるものであった。連合国最高司

図12 - 3    連合国最高司令官指令「SCAPIN」第1033号の本文。日本の船舶が独島から12マイル以内に接近したり独島に接岸すること
を禁止しており、独島が韓国領土であることを明らかにしている。



80  「独島Dokdo」の真実を理解するための１６ポイント 81

令部は1952年4月28日に解除されるまで、この「SCAPIN」の第677号と

第1033号を修正することはなかった。独島が韓国領土であることを連合

国最高司令官が再確認したのである。

     3   1948年8月15日、大韓民国政府（以下、韓国政府と称す

る）が樹立すると同時に、駐韓米軍政（連合国の行政代理）は韓半島と独

島などのすべての付属の島嶼を韓国政府に引き渡した。

韓国政府は1948年12月12日に国際連合（UN）総会で、その時点ま

での国民とともに独島を含めた領土を統治する主権国家として公認さ

れた。その日以降、世界のどの国の国民であっても、独島の領有権をも

つ韓国の承認を受けずに独島に入ることはできず、独島から石ころの一

つ、草の一本さえも持ち出すことはできなくなったのである。独島は韓国

の完全な排他的な領土として、国際法によって再確定·公認された。



独
島

     1   連合国は日本の敗戦後に実施した軍政を取りや

め、1952年に日本を再び独立させることにした。これに先立って

「平和講和条約」の事前の準備として、1950年に「連合国の旧日

本領土の処置に関する合意書（Agreement Respecting the 

Disposition of Former Japanese Territories）」に合意し、作成した。

この合意書の第３項で、連合国は大韓民国に返還する領土に

ついて「連合国は大韓民国に韓半島とその周辺の韓国の島々に

対する完全な主権を委譲する（that shall be transferred in full 

sovereignty to the Republic of Korea）」と合意し、その島の中に

「済洲島、巨文島、鬱陵島、独島（Liancourt Rocks, Takeshima）を

連合国は日本との「講和条約」の準備として合意した1950
年の「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」におい
て、独島が「大韓民国の完全な領土」であることを再確認し
ています。

13

図13 - 1   1950年の「連合国の日本領土処理に関する合意書」の本文。その第3項の「独島等を大韓民国の完全な主権に帰属させる」とい
う本文と、付属地図の部分。（資料提供：愼鏞廈）
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含む」と規定した。

1951年にサンフランシスコで日本に対する「講和条約」の締結のため、

連合国は１年前から「準備した合意書」として「連合国の旧日本領土の

処理に関する合意書」を作成した。繰り返し「独島が韓国の排他的な領

有（完全な領有）に属するもの」であることを、連合国全体の合意として確

認していた。

     2   この合意書は、もしその後締結される日本との講和条

約文で曖昧な事項があったり、その解釈に問題が生じたりする場合に

適用しなければならない、極めて重要な連合国の合意書であった。世界

各国は「1969年に条約法に関するウィーン協定（1969 Vienna Convention 

on the Law of Treaties）」を締結した際、その32条で条約に疑問が生じる

際には、「条約の準備物と結論の環境(the preparatory work of the 

circumstances of its conclusion) 」を条文解釈の補助手段として適用す

るように規定している。だから万が一、1951年のサンフランシスコで締結

された「連合国の日本に対する講和条約」の条文の解釈に疑問が生じ

た場合には、この「連合国の旧日本領土の処理に関する合意書」が最も

身近な「直接の準備物（the preparatory work of the treaty）」になるのであ

る。この準備物の第3項に「独島（Liancourt Rocks, Takeshima）は大韓民

国の完全な（排他的）領土」であるとはっきり規定している。



独
島

     1   日本は連合国の対日本講和（平和）条約の締結過

程の中で、韓国の領土として確認された独島を奪うために猛烈な

ロビー工作を行ったが、結局は失敗した。連合国は、連合国最

高司令官指令第677号と連合国の合意書に基づいて独島を韓

国領土としてそのまま据え置き、日本領土からは除外したので

ある。

日本が1952年4月28日に再独立した１か月後の同年5月25

日、日本の毎日新聞社が日本の外務省の協力を得て『対日本

講和条約』という616頁の解説書を刊行した。その最初の章にサ

ンフランシスコ講和条約で承認された「日本領域図」を載せている

サンフランシスコで締結された連合国の対日本講和条約
の際に行われた日本の独島侵奪のロビー活動も結局失
敗し、「独島は大韓民国の領土」として確認され、日本の領
域から外されました。
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図14 - 1   1951年９月、アメリカのサンフランシスコで「連合国の対日本平和条約（サンフランシスコ講和条約）」が締結され
た。その後、日本の毎日新聞社が1952年５月25日に、総616ページの解説書の『対日本講和条約』を発行し
たが、この解説書の付属地図である「日本領域図」でも、鬱陵島と独島を「朝鮮の領土」と表示している。
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が、独島（Liancourt Rocks, 竹島）は日本の領域から除外されている。つ

まり、独島が韓国（朝鮮）に属するものとなったことを日本側が認めていた

ことは明らかである。

     2   しかし、連合国の講和条約締結の準備の過程において、

韓国の領土となっていた独島を奪おうとする日本側のロビー工作は、ア

メリカを対象に猛烈に展開された。アメリカは、もともと連合国から講和

条約の草案を委託された直後の段階では、領土問題は連合国の合意

書に基づいて1894年１月１日を規準として考え、その後に日本が領土

拡大の野望から侵奪したすべての土地は、従来の持ち主に返還する原

則を遵守した。それで、アメリカの講和条約第１次草案から第５次草

案までの五つの草案とも「独島（Liancourt Rocks）」は韓国の領土にされ

ていたのである。

これを知った日本側は臨時政府の顧問であったシーボルド

(W.J.Sebald)を立て、独島を日本領土として編入させてくれれば、この

島をアメリカのレーダー基地および気象観測所として提供するとし、猛

烈にロビー工作を展開した。米国務部極東担当次官補であるラスクは

この案を受け入れ、また「ヴァン·フリート（James A. Van Fleet）使節団報告

書」にもこれが反映されたが、その中には韓国側の立場に関する内容

も付け加えて、中立的な立場を持とうと試みた。

その後、アメリカは第６次草案の試案で一回、独島を日本領土に編

入させる試案を作り、連合国に回覧させながら同意を求めた。しかし、

イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどの連合国は「合意書」に基

づき、「独島を韓国領土に編入し、日本領土から除外しなければなら

ない」と強く主張し、アメリカ側の案に同意しなかった。さらにイギリス

は、アメリカの草案の試案に頼らずに独自の草案を作成すると言い、

強硬に反対した。日本外務省の『2008年-10ポイント』の（７）は、日本

のロビー工作に応じたアメリカの立場の変化だけを説明しており、それ

に反対していたイギリスの立場は説明していない。

このような抵抗にぶつかったアメリカは、第７次、第８次、第９次草案

で独島の名称をはじめから論題から外す方法を練って、これに関与し

ないという中立的な立場を装おうと試みた。

しかし、アメリカ国内でもアメリカのこのような中立的な立場に反対し

て、独島を韓国領土に明示すべきであるという主張が強く現れた。例え

ば、米国務部の情報調査局で長い間、地理問題の専門家として働いて

いたボグス（Samuel Whittemore Boggs）は、国務省の質疑書への答弁書

（1951年7月13日）の中で「独島は韓国領である。独島が韓国領土という

文句を付け加えるべきだ」と主張した。
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図14 - 2   連合国の日本領土の定義とその除外の基準になる日時が1894年
１月１日であるとした上で、鬱陵島と独島が韓国の領土であると明
示した「連合国の対日本平和条約（講和条約）」の第１次草案。 そして、アメリカの草案の文句を「（a）日本は韓国の独立を承認し、済

洲島と巨文島、鬱陵島および独島を含む韓国に対するすべての権利

と権原と請求権を放棄する」と記述するよう勧告した。

図14 - 3   独島を韓国領土と規定した連合国の「対日本平和条約（講和条約）」の第５次アメリカ草案の中の領
土条項の一部。
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図14 - 4   「連合国の対日本平和条約（講和条約）」の本文に領土紛争を防止するために、「鬱陵島および独島」と明記するよう要求
したアメリカ国務部の地理担当官ボグスの1951年７月13日付けの答弁書。

     3   イギリスは、アメリカの独島に対する中立的な草案に不

満を抱いて、独自的にイギリス草案を第１次、第２次、第３次と三回

に渡って作成した。

イギリス草案は済洲島と独島を韓国に含め、対馬と隠岐島は日本

に含めるという連合国の「合意書」の合意内容をよく遵守したものであり、

それに付属した地図でも日本の範囲としては独島を外し、韓国に含ま

せている。

図14 - 5

 連合国の「対日本平和条約（講和条約）」における
イギリスの第３次草案の付属地図。独島を韓国
の領土に入れて、日本の領土からは除外させてい
る。（資料提供：チョン·ビョンジュン）
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これに対してアメリカは、連合国が講和会議でアメリカの草案とイギリ

ス草案の二つの草案を提出せず、アメリカ·イギリスの合同草案を提出

しようと提案した。結局合意された「英米合同草案」では小さい無人島の

名称はすべて除くことに決定し、そのために独島の名称をも外されるこ

とになった。その結果、「連合国の対日本講和条約」第２条では、「日本

は韓国の独立を承認して、済洲島、巨文島、鬱陵島を含む韓国に対

するすべての権利·権原·請求権を放棄する」という文となって記述され

たのである。

     4   しかし、サンフランシスコ講和条約で「独島」の名称が、日

本が放棄した島の名称から除かれているとしても、けっして連合国側

が独島を日本の領土に認めたわけではない。

アメリカなどが「日本の猛烈なロビー工作」を受けて、「独島問題」に

関して以前の「合意」に基づく形の「不関与」の立場に止まるという意味か

ら、その名称を明示しなかっただけである。

韓半島の周辺には三千余の島嶼があるが、その島嶼は、講和条約の

文中に日本が放棄すべき島として全部記載されなくとも、韓国領土とし

て公認されているものである。たとえば、済洲島の東側に牛島という島が

あるが、牛島は済洲島の付属の島であるために、講和条約の文に記載

されていなくとも韓国の領土であるのと同じことである。

独島の場合のような小さい島の名称が記載されない場合には、①一

般の国際法において「付属島嶼は、「母島」を領有した国家のものとする」

という条項を適用するのが慣例である。したがって、独島が鬱陵島の付

属の島であるか、それとも日本の隠岐島の付属の島であるのかを判別す

る方法、② 「1969年条約法に関するウィーン協定」を適用して、サンフラ

ンシスコ講和条約の「準備物（Preparatory work）」である「連合国の旧日本

領土の処理に関する合意書」に基づいて判断する方法が、国際法的に

みて一番適合する。

このように考えると、講和条約の条約文に仮に「独島」の名称が記載さ

れていなくても、独島は鬱陵島の付属の島である。また、「連合国の旧

日本領土の処理に関する合意書」に「独島は大韓民国の排他的な（完全

な）領土」と規定されているので、仮にサンフランシスコ講和条約に立脚

するとしても（そこに独島が日本の領土であるという規定がない限り）、韓国の

領土であることに間違いないのである。

毎日新聞社が刊行した『対日本講和条約』(1952)の「日本領域図」で独

島を日本の領域から除外して韓国の領域に含ませたことも、このような

理由からであった。

     5   また日本政府は、連合国最高司令部指令第677号に依

拠して、1951年6月6日の「総理府令第24号（朝鮮総督府交通局共済組合
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の本邦内にある財産整理に関する政令施行に関する総理府令）」を発令し

たが、鬱陵島·竹島（独島）·済洲島を韓国領土として規定し、この総理

府令第24号の適用対象から外した。

サンフランシスコ講和条約で独島が韓国の領土として認められ日本

の領域から外された後、日本が再び独立した1952年以降も日本政府

は、総理府令第24号を1960年7月7日まで改正せず、独島を鬱陵島·

済洲島とともに韓国領土として規定して、総理府令の適用対象から外

していた。この事実は、結局日本政府も、独島がサンフランシスコ講和

条約で韓国領土として認められ、日本の領域からは除外していたことを

よく承知していた証拠になるのである。

     6   さらにその後、韓国政府と日本政府は1965年6月22日

に、「日本と韓国の基本関係協定」を締結した。この協定の条文でも、

独島が未解決の問題としては提起されてはいなかった。このような事実

は、韓国の独島領有権において国際法の上で日本側の異議がなかった

ものとして見なされる。
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独
島

     1   1950年6月25日韓国戦争が勃発すると、ＵＮ軍（米

軍を含む）と米国太平洋空軍司令官は、1951年に「韓国防空識

別区域（KADIZ, Korea Air Defense Identification Zone）」を設定し

たが、独島を韓国領土として再確認して「韓国防空識別区域」内

に含めている。一方、「日本の防空識別区域（内郭線はもちろんのこ

と、外郭線においても）」からは除外している。すなわち、米空軍を含

めたＵＮ軍が1951年から今日まで独島を韓国領土として確認し

ているのである。

ＵＮ軍は1951年から今日にいたるまで、独島を韓国領土
と認識し、韓国領土と領空に含めて識別しています。15

図15 - 1    1950年の韓国戦争が起こると、ＵＮ軍が独島（地図の赤い点）を含んだ韓国領土を領空から防衛するため
1951年に設定し、現在まで使用している「韓国防空識別区域」。（資料提供： 愼鏞廈）

JADIZ
(Outer)

JADIZ
(Inner)

KADIZ

独島
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     2   日本外務省は『2008年-10ポイント』の（８）で、1950年9

月の連合国最高司令官が、「SCAPIN」第2160号によって、独島をアメリ

カの海上爆撃の演習地区として指定したこと、そして1952年7月の「日米

行政協定」に立脚し「日米合同委員会」が駐日米軍の砲撃演習区域の

一つとして指定し、その後1953年3月、それを解除したことにともなっ

て、米軍（米空軍）が独島を日本の領土として見なしたと主張している。し

かし、これはまったく事実に反する。

アメリカ空軍が日本の要請に応じ、独島を米空軍の爆撃演習地とし

て使用するや、これを知った韓国政府は米国極東空軍司令部に抗議し

た。米国極東空軍司令部は1953年2月27日、韓国政府に独島を米空

軍の爆撃演習区域から除外したことを公式な書翰を以って先に知ら

せ、独島が韓国領土であることを再確認しているのである。

アメリカ空軍はその１か月後の3月になって、日本にそれを通報してい

る。それからは独島を砲撃の演習区域として使用しなかったことは、韓

国政府の抗議を受け入れ独島が韓国領であることを米軍が明確に認識

した証拠である。したがって、日本の外務省の『2008年-10ポイント』の

（８）の内容は、事実と異なる。

     3   現在も、ＵＮ軍と米空軍を含むすべての外国の航空機

は、「韓国防空識別区域」の中にある「独島」を含んだ韓国領空を使用す

る際は、24時間以内に韓国政府（合同参謀本部）に許可を要請しなけれ

ばならない。独島が韓国領土であることは揺るぎのない事実である。



独
島

     1   独島は歴史的にも国際法の上からも、明白な大

韓民国の領土である。また独島は、韓国が再び独立した1948

年8月15日に、連合国最高司令部によって韓国政府に返還され

た領土である。韓国政府は1948年12月12日、ＵＮ総会において

国民と領土に対する完全で合法的な主権の行使に関して承認

され、これを行使している。

     2   日本政府が独島を侵奪する政略の一つとして

1954年9月25日、韓国政府に独島を国際司法裁判所の判決に

委任しようと提議してきた時、当時の韓国の外務長官は同年10

月28日、これを断固として拒否し、次のような口述書を日本政府

独島は歴史的にも国際法の上からも明白な大韓民国の領
土なので、日本が独島を国際司法裁判所に持ち込もうとす
る策略を、大韓民国は断固として拒否しています。

16 に送った。

日本政府の提案は、間違った主張（false claim）を法律的な偽装（judicial disguise）

をもって装おうとする試みに過ぎない。韓国政府は、独島に対して最初

から領有権を持っているので、いかなる国際裁判所においてもその領有

権を証明しなければならない何ら理由を持っていない。そもそも領土紛

争が存在しないのにも関わらず、「偽の領土紛争」を粉飾しようとしている

のは日本側なのである。日本は独島問題を国際司法裁判所に提訴しよう

と提案することにより、「いわゆる独島領土問題」と関連させ、一時的にで

も韓国と対等な立場に立とうと企んでいるのである。それによって日本

は妥協の余地もなく完全で、なおかつ紛争の余地もない韓国の独島領有

に対して、「擬似の主張」を設定しようと画策しているのである。

1954年当時の韓国の外務長官の答弁は、今日においても正当なものであ

る。日本外務省の『2008-10ポイント』の（９）および（10）の国際司法裁判所行

きの提議は、外務省の1954年9月25日付けの主張を繰り返しているにす

ぎない。
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図16 - 1   国際司法裁判所に持ち込んで、独島の領有権を裁判にかけようという1954年９月
25日付けの日本の提議に対し、「韓国の独島領有権は完全なものであり、またこれ
までに独島の領有権の紛争は存在しない。日本側の提議は、独島領有権において
韓国と対等な立場を持とうとする策略に過ぎない」と指摘して拒否した1954年10
月28日付けの韓国政府の口述書。（韓国外交文書）

韓国は、国際法上すでに韓国領土として公認された「独島」を再び国

際裁判の土俵の上に持ち上げる対応をする理由も必要も、まったくな

いのである。

     3   ２０世紀の初め、日本帝国主義が領土的な野望から韓国

を侵略した頃、独島が韓国の最も東端に位置し人が住んでいない無人

島であるという理由から、日本側は1905年に韓国人と大韓帝国が知ら

ない内に秘密裡にこれを略奪した。その後1910年には、韓半島の全体

を奪うに至った。しかし、連合国は1945年と1946年に、日本が侵奪し

たすべての韓半島とその付属の島嶼を韓国に返還した。

今日の日本がまたしても独島を略奪しようと試みていることは、旧日本

帝国主義の侵略外交を今日の韓国政府に適用しようとする、まったく時

代錯誤的な侵略外交なのである。

全世界の自由と民主主義と世界平和を願う人々と日本の国民は、

現在の日本政府と日本外務省の主張する独島（日本側のいう竹島）の略

奪政策について批判し、なお独島への侵略政策を廃棄するよう勧告

しなければならない。進んでは全世界のすべての国々が自由と独立、

そして領土の主権を相互に尊重する世界を目指し、互いに協力して行

くことを願う。
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